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村 政 執 行 方 針
　私は平成17年に村民の皆様の温かいご支援を賜り村長に就任以来、３期12年間にわた

り村政執行にあたらせていただきました。３期目の４年間は、少子高齢化の急速な進展な

どにより社会保障費の増大や地方創生に向けた施策を推進しながら、公約に掲げた「住ん

でみたい、住んでよかった、ずっと住み続けたい村づくり」の実現を目指して、施策の重

点化･選択化を進め、子育て支援策や定住対策をはじめとする重点施策の推進を図り、ワ

ンランクアップのまちづくりを進めてまいりました。

　人口減少社会の中、本村の人口も減少に転じておりますが、地域で住みよい環境を確保

するこれまでの取り組みによって、減少の幅を抑えることができているものと感じており

ます。

　昨年はこれまでに経験のない自然災害が十勝を襲い、ライフラインと基幹産業の農業に

深刻な影響を与え、本村にも大きな被害を与えました。

　本年は、これまで本村の堅調な地域経済を支えてきた農業の更なる振興と地方創生の取

り組みを、国･北海道などの動向を見極めながら、「まちづくり基本条例」の理念である「協

働のまちづくり」を基本に、まちづくり計画のスローガンである「みんなでつくる　笑顔

あふれるまち」を目指して、職員と一丸となって不断の努力を続けてまいる所存でありま

す。

　29年度予算は、私の在任期間が少ないことから骨格予算として編成しておりますが、

第６期まちづくり計画前期計画の最終年であることから、これまで最重点施策としてきた

子育て支援や定住促進事業については引き続き推進するとともに、「中札内村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づく地方創生予算や大規模草地育成牧場施設整備、公営住宅改

修工事、戸蔦大橋災害復旧工事などの継続事業については予算を計上し、健全財政を維持

しながら、限られた財源を効果的に執行し、効率的な行財政の運営に努め、村民の皆さま

が将来にわたって安心して住み続けられる村づくりのための予算編成としております。

　地方自治体の行財政環境は今後も厳しさを増すと考えておりますが、国・道の動向や地

方自治制度の改革情報の把握を行い、緊急度･優先度を勘案し、限られた財源の中で創意

と工夫を凝らした行財政運営を目指してまいります。

　村民の暮らしの安全・安心を支える村づくりに向け、農業・食・観光など中札内村の強

みを最大限に生かし、心豊かで幸せなまちを実感できるよう、自ら先頭に立って全力で村

政を推進していく所存であります。

　村民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（中札内村議会３月定例会　村政執行方針から抜粋）

中札内村長　田　村　光　義
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教 育 行 政 執 行 方 針
　本村のまちづくり・人づくりのためには、それを支える教育の役割が重要であります。

　社会が大きく変化する時代にあって、ふるさとに愛着と誇りを持ち、互いに支え合いな

がら、生涯にわたって生き抜く力を身につけることが求められています。

　本村教育委員会は、第６期中札内村まちづくり計画の柱の一つである「人と文化を育む

まち」を実現するため、「中札内村教育大綱」、教育に関わる諸計画に基づき、村と連携し

て引き続き努力していきます。

　昨年12月、中央教育審議会から新学習指導要領の答申がされました。生きる力の育成、

知識･技能の習得と思考力･判断力･表現力等の育成のバランスの重視、授業時数の増加、道

徳教育や体育などの充実による豊かな心や健やかな体の育成を基本的な考え方としていま

す。これらを見据えながら、まちづくりの基本目標を踏まえ、教育行政を進めていく必要

があります。

　学校教育では、子どもたちが社会の中で義務と責任を果たせる人となるよう、「生きる力」

の育成を基本とし、学校・家庭・地域など社会全体で、子どもたちの確かな学力、豊かな心、

健やかな体をバランスよく育てる教育と、そのための教育環境づくりを推進します。

　また、「地域で子どもたちを育てる環境づくり」、「学社融合による教育活動の推進」では、

学校と保護者、地域が目標や課題を共有し、本村の環境を生かした特色ある学校づくりを

めざして、学校支援ボランティアの登録拡大と活用、小中学校が一体となって地域の人が

学校を支える学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の活動、小中連携から小中一貫

教育の取り組みを推進します。

　社会教育では、すべての村民が心の豊かさ、生きがいを感じることができるよう、文化・

芸術に触れる機会をつくり、生涯にわたって学ぶことができ、その成果を主体的に生かす

環境づくりを進めます。生涯学習では、講座の開催と、社会教育団体や村民グループの自

主活動の支援など、生涯学習活動を促進します。また、更別村と連携して、お互いの生涯

学習やスポーツなどの講座等への参加を促進するための情報提供に努めます。

　次代を担う子どもたちの健やかな成長と、生涯を通して豊かに学ぶことのできる社会の

実現をめざし、学校、家庭、地域はもとより、関係機関、団体等と連携しながら、本村教

育のより一層の充実、発展に全力で取り組んでまいります。

（中札内村議会３月定例会　教育行政執行方針から抜粋）

教育委員長　上　松　丈　夫
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全会計総額  49億1,660万円（前年比15.2％減）
一 般 会 計  36億9,580万円（前年比17.9％減）
全会計総額  49億1,660万円（前年比15.2％減）
一 般 会 計  36億9,580万円（前年比17.9％減）

　平成29年度予算は６月に村長改選期を迎えることから骨格予算編成となっていますが、

第６期中札内村まちづくり計画前期基本計画最終年の４年目を迎え、重点施策の子育て支

援施策や定住促進施策を柱に、村民の健やかな暮らしと住みやすさの質的向上を図り、地

域の持続的発展を目指し、村民ニーズに対応した各種施策に積極的に取り組むため、優先度・

緊急度を考慮し、村民の暮らしに直結する事業や継続事業を予算に反映しています。

　また、地方創生事業関連予算として、人口減少を極力抑制するための新規事業や既存事

業の拡充など各分野におけるソフト事業を盛り込み、「中札内村のブランドイメージ」を

高めつつ、住んでみたいと選ばれるように魅力を発信していくための予算編成を行ってい

ます。

　予算規模は、一般会計で36億9,580万円、前年当初比17.9％減と大幅な減額となってい

ますが、これは中札内村民プール建設事業やファミリースポーツセンター改修工事などの

普通建設事業の減によるものです。なお６会計を合わせた全会計も49億1,660万円、前年

当初比15.2％の大幅減となっています。

　平成29年度の普通建設事業では、旧中札内保育所等の公共施設解体撤去工事のほか、

大規模草地育成牧場付帯施設工事や公営住宅改修（長寿命化）工事に係る費用等を予算計

上しています。

　またソフト事業では、川越市内百貨店でのアンテナショップ開設、七色献立プロジェク

ト、認定こども園への移行、新・元気な畑づくり事業、コミュニティスクール制度の導入、

開村70周年記念事業など村民の暮らしの現場に目を向けた予算を計上しています。

各会計別予算対比表 （単位：万円・％）
会　　　計　　　名 平成29年度 平成28年度 増 減 額 増 減 率

一 般 会 計 36億9,580 45億  280 ▲8億  700 ▲17.9
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 5億  940 6億1,330 ▲1億  390 ▲16.9
介 護 保 険 特 別 会 計 2億5,450 2億5,310 140 0.6
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 6,480 5,990 490 8.2
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 1億4,180 1億2,980 1,200 9.2
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 2億5,030 2億3,820 1,210 5.1

合　　　　　　　計 49億1,660 57億9,710 ▲8億8,050 ▲15.2

１．予算規模について



4

　これまで最重点施策として取り組んできた子育て支援（保育料の軽減・無料化、中学３

年生までの医療費無料化など）や定住促進（中札内スタイル住宅への奨励など）を継続し

つつ、中札内まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づくソフト事業・ハード事業を盛り込

み、安心・安全な生活の質的向上と中札内村のブランドイメージを高めることを目指した

予算としています。

　社会資本の整備については、旧中札内保育所等の公共施設解体撤去工事のほか、大規模

草地育成牧場付帯施設工事や中島新橋橋梁補修工事、公営住宅改修（長寿命化）工事、中

札内小学校普通教室床張替工事に係る費用等を予算計上しています。

　まちづくりでは、川越市内百貨店でのアンテナショップ開設、七色献立プロジェクト、

認定こども園への移行、新元気な畑づくり事業、コミュニティスクール制度の導入、開村

70周年記念事業など村民の暮らしの現場に目を向けた予算を計上しています。

　平成30年度からの国民健康保険制度改革に伴い、繰入金の見直し及び保険給付費の精

査を行ったことで、会計全体では前年度比16.9％の減となりました。

　保険給付費は、居宅介護サービス費、施設介護サービス費等が増加しているほか、認知

症施策推進事業に係る費用を計上しており、会計全体では前年比0.6％の増となりました。

　保険給付費にかかる財源は、介護保険料（第１号被保険者の平成27年度～ 29年度の基

準保険料は3,100円）のほか介護保険事業基金（貯金）を取り崩すこととしています。

　後期高齢者医療広域連合への保険料負担金の増額などにより、前年比8.2％の増となり

ました。 

　南札内浄水場ろ過砂除去事業やろ過池目詰まり防止シート敷設事業等を予定しているた

め、会計全体では前年比9.2％の増となりました。

　浄化センター調査設計委託や浄化センターの監視制御設備更新工事等を予定しているた

め、会計全体では前年比5.1％の増となりました。

一　 般　 会　 計 36億9,580万円（前年比 8億700万円減）

国民健康保険特別会計 5億940万円（前年比 1億390万円減）

介護保険特別会計 2億5,450万円（前年比 140万円増）

後期高齢者医療特別会計 6,480万円（前年比 490万円増）

簡易水道事業特別会計 1億4,180万円（前年比 1,200万円増）

公共下水道事業特別会計 2億5,030万円（前年比 1,210万円増）

２．各会計予算のポイント
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（単位：万円・％）（歳 入）

※計数はそれぞれの項目で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

諸収入 2.4%
繰越金 0.4%
繰入金 0.9%
寄附金 0.2%
財産収入 0.6%
道支出金 4.9%
国庫支出金 7.1%
使用料及び手数料
 7.3%
分担金及び負担金
 1.5%

村税 15.9%

地方交付税
46.2%

村債
7.5%

村民税
2億 5,133 万円

42.9%固定資産税
2億 9,458 万円

50.3%

たばこ税 2,844 万円 4.8%軽自動車税
1,186 万円

2.0%

地方譲与税 2.5%
配当割交付金 0.1%
地方消費税交付金 2.2%
自動車取得税交付金 0.3%

●平成29年度　歳入構成割合

３．一般会計歳入の概要

款 平成29年度 平成28年度 比　較　増　減 構  成  割  合
増減額 増減率 29年度 28年度

 1  村　　　　　　　税 5億8,621 5億8,064 557 1.0 15.9 12.9
 2  地　方　譲　与　税 9,300 9,200 100 1.1 2.5 2.1
 3  利 子 割 交 付 金 100 130 ▲30 ▲23.1 0.0 0.0
 4  配 当 割 交 付 金 200 200 0 0.0 0.1 0.0
 5  株式等譲渡所得割交付金 130 150 ▲20 ▲13.3 0.0 0.0
 6  地 方 消 費 税 交 付 金 8,200 8,200 0 0.0 2.2 1.8
 7  自動車取得税交付金 1,200 1,000 200 20.0 0.3 0.2
 8  地 方 特 例 交 付 金 180 180 0 0.0 0.0 0.0
 9  地　方　交　付　税 17億 690 16億9,403 1,287 0.8 46.2 37.7
10 交通安全対策特別交付金 70 70 0 0.0 0.0 0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金 5,551 6,167 ▲616 ▲10.0 1.5 1.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料 2億7,091 2億6,657 434 1.6 7.3 6.0
13 国　庫　支　出　金 2億6,300 3億3,539 ▲7,239 ▲21.6 7.1 7.4
14 道 　 支 　 出 　 金 1億8,173 1億7,861 312 1.7 4.9 4.0
15 財 　 産 　 収 　 入 2,049 1,888 161 8.6 0.6 0.4
16 寄　　　附　　　金 620 600 20 3.3 0.2 0.1
17 繰　　　入　　　金 3,489 3億6,681 ▲3億3,192 ▲90.5 0.9 8.2
18 繰　　　越　　　金 1,500 1,500 0 0.0 0.4 0.3
19 諸　　　収　　　入 8,697 9,520 ▲823 ▲8.6 2.4 2.1
20 村　　　　　　　債 2億7,420 6億9,270 ▲4億1,850 ▲60.4 7.5 15.4

歳　入　合　計 36億9,580 45億 280 ▲8億  700 ▲17.9 100.0 100.0
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諸収入 2.4%
繰越金 0.4%
繰入金 0.9%
寄附金 0.2%
財産収入 0.6%
道支出金 4.9%
国庫支出金 7.1%
使用料及び手数料
 7.3%
分担金及び負担金
 1.5%

村税 15.9%

地方交付税
46.2%

村債
7.5%

村民税
2億 5,133 万円

42.9%固定資産税
2億 9,458 万円

50.3%

たばこ税 2,844 万円 4.8%軽自動車税
1,186 万円

2.0%

地方譲与税 2.5%
配当割交付金 0.1%
地方消費税交付金 2.2%
自動車取得税交付金 0.3%

●平成29年度　村税の構成割合

●村税の5年間の推移

※H25～27年度は決算額、H28年度は最終予算額、H29年度は当初予算額です。

◆一般会計　歳入の主なポイント

　北海道の経済状況は緩やかに回復しつつあるとされており、本村においても同様の経済

動向が予測されます。しかし、平成28年８月の台風被害により、本村の主産業である農

業への影響が懸念され、農業所得者の収入減が見込まれることから個人村民税は1億9,871
万円（前年比4.4％減）を見込んでいます。　　　　

　また、法人村民税においても、台風の影響が想定されることから5,262万円（前年比6.8％

減）を見込んでいます。

　固定資産税（土地・家屋・償却資産）は、土地・償却資産は横ばい状態であるものの、

家屋や店舗等の新・増築により、2億9,458万円（前年比6.6％増）を見込んでいます。

　軽自動車税は、決算状況などから1,186万円を見込んでいます。

　たばこ税も決算状況などから2,844万円を見込んでいます。

村 税 5億8,621万円（前年比 557万円増）
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【財政用語の説明】
■地方交付税
　どの地域に住む人にも一定の行政サービスが提供できるよう、国税のうち所得税・
法人税・消費税・酒税の一定割合の額など（実際にはこれだけでは財源が不足して
おり、特例措置として不足分が加えられています）を、一定の基準により計算し、
国から地方に交付するもので、普通交付税と特別交付税（災害対策や特別な財政需
要のため）に分けて交付されています。普通交付税は、自治体ごとに財源が足りな
い分を計算し、原則としてその不足分が交付されます。
　※普通交付税の算出式　
　　　普通交付税額（財源の不足額）＝基準財政需要額－基準財政収入額
　　基準財政需要額とは
　　　 自治体が標準的な水準の行政を行うために必要な経費を決められた方法で計

算した額。
　　基準財政収入額とは
　　　自治体の標準的な収入として決められた方法で計算した額。

●地方交付税と臨時財政対策債の推移

※H25～27年度は決算額、H28年度は最終予算額、H29年度は当初予算額です。

　国が示す地方財政計画に基づき、基準財政需要額では景気対策として盛り込まれた地域

経済雇用対策費（歳出別枠加算）の減額や単位費用の見直し及び基準財政収入額の増額、

臨時財政対策債振替額の減額により、15億9,690万円（前年比0.8％増）を見込んでいます。

　また、災害などの特殊要因に対して配分される特別交付税については、交付割合が平成

29年度も６％とされたことから、前年度同額の1億1,000万円を見込んでいます。　　

　この結果、普通交付税と特別交付税を合わせた地方交付税総額では、前年比0.8％増を

見込んでいます。

地 方 交 付 税 17億690万円（前年比 1,287万円増）
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　更別村と共同設置している教育委員会の指導主事について、平成29年度から更別村が

事務局となる（３年毎の交代制）ことから負担金を支払う側となる（590万円減）とともに、

常設保育所負担金の減（48万円減）などから、前年比10.0％減を見込んでいます。　

　交流の杜の施設使用料を指定管理者の収入に変更したこと等により公共施設使用料が減

少（67万円減）、一般廃棄物の処理見込量により一般廃棄物処理手数料が減少（120万円減）

している一方で、牛舎の新築に伴い冬季の受入頭数の増加が見込まれることから牧場使用

料を増（525万円増）、実績からの見込による営農用水道使用料の増（277万円増）などに

より、前年比1.6％増を見込んでいます。　

　戸蔦大橋災害復旧に係る災害復旧事業国庫負担金が交付（7,461万円）される一方で、ファ

ミリースポーツセンター改修工事や地域優良賃貸住宅建設工事の終了と公営住宅ストック

改善工事の一部前倒し等による社会資本整備総合交付金の大幅減（1億3,996万円減）によ

り、前年比21.6％減を見込んでいます。

　【主な国庫支出金】　・障害者自立支援給付費負担金　　 5,415万円

　　　　　　　　　　・児童手当負担金　 3,920万円

　　　　　　　　　　・災害復旧事業国庫負担金　 7,461万円

　　　　　　　　　　・地方創生推進交付金　 217万円

　　　　　　　　　　・子ども・子育て支援交付金　 624万円

　　　　　　　　　　・社会資本整備総合交付金　　 5,813万円

　平成28年度に実施された参議院議員選挙委託金が減（335万円減）となった一方で、対

象者等の増加により障害者自立支援給付費負担金が増（626万円増）となったことから、

前年比1.7％増を見込んでいます。

　【主な道支出金】　　・障害者自立支援給付費負担金　　 2,729万円

　　　　　　　　　　・電源立地地域対策交付金　　 455万円

　　　　　　　　　　・子ども・子育て支援交付金　　 624万円

　　　　　　　　　　・造林事業補助金　 1,005万円

　　　　　　　　　　・環境保全型農業直接支援対策事業補助金　 1,219万円

　ヴィレッジときわ野第４次分譲地の土地売払いを一部見込んでいること、立木売払量の

増などから、前年比8.6％増を見込んでいます。

分担金及び負担金 5,551万円（前年比 616万円減）

使用料及び手数料 2億7,091万円（前年比 434万円増）

国 庫 支 出 金 2億6,300万円（前年比 7,239万円減）

道 支 出 金 1億8,173万円（前年比 312万円増）

財 産 収 入 2,049万円（前年比 161万円増）
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　基金からの繰入（貯金の取り崩し）については、公共施設に係る普通建設事業がないた

め公共施設整備基金からの繰入がないこと、また、今年度骨格予算編成ということもあり、

継続的な事業のみへの繰入となっており、財源補てんのための繰入も必要ないことから、

前年比90.5％の減となっています。

　【主な基金繰入金】

　・ふるさと活性化基金　 258万円

　　（ふるさとづくり事業100万円、まつり振興事業158万円）

　・豊かな環境等創成基金　 167万円

　　（景観づくりアドバイザー事業34万円、美しい村連合関係事業133万円）

　・食と農業農村振興基金　 1,856万円

　　 （牧場機械関係分　1,195万円、新・元気な畑づくり事業分　600万円、地域担い手育

成総合支援協議会補助事業分　20万円、食の推進パートナーＰＲ事業分41万円）

　・永井明奨学基金　 693万円

　・文化振興基金　 390万円

　　（文化振興奨励事業　200万円、文化事業・文化事業調査　190万円）

　・スポーツ振興基金　125万円（スポーツ振興奨励事業）

　公共施設等解体撤去工事（旧中札内保育所、上札内プール、旧上札内消防会館）のため

4,960万円、汚水処理施設共同整備事業負担金（十勝環境複合事務組合が建設し、構成19
市町村で事業費を分担）のため1,150万円、大規模草地育成牧場付帯施設整備工事のため

2,640万円、公営住宅改修（長寿命化）工事のため5,030万円の借り入れを予定しています

が前年比60.4％の大幅減となっています。

　大幅減の要因としては、平成28年度は中札内村民プール建設に係る4億6,330万円（当

初予算）の借り入れを計上していたことによります。

　また、普通交付税の財源補てんとなる臨時財政対策債については、1億1,970万円を見込

んでいます。

■臨時財政対策債
　地方交付税の減収分を補う借入金（赤字地方債）です。通常の地方債は建設事業

などの投資的な事業を行うためにしか借り入れすることができませんが、臨時財政

対策債は地方交付税の振り替えであるため、使途が特定されていません。

　なお、その費用は後年度に普通交付税で全額補てんされることとなっています。

【財政用語の説明】

村 債 2億7,420万円（前年比 4億1,850万円減）

繰 入 金 3,489万円（前年比 3億3,192万円減）
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総務費
14.6%

諸支出金 4.3%

教育費
11.8%

公債費
11.9%

民生費
17.3%

農林業費
11.9%

土木費
9.5%

議会費 1.1%予備費 0.1%

衛生費
　　　6.6%

商工観光費 4.1% 労働費 0.2%

災害復旧費 2.5%

消防費 4.1%

（単位：万円・％）（歳 出）

●平成29年度　歳出構成割合

４．一般会計歳出の概要

※計数はそれぞれの項目で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

款 平成29年度 平成28年度 比　較　増　減 構  成  割  合
増減額 増減率 29年度 28年度

 1  議　　　会　　　費 4,055 4,713 ▲658 ▲14.0 1.1 1.0
 2  総　　　務　　　費 5億3,924 4億8,770 5,154 10.6 14.6 10.8
 3  民　　　生　　　費 6億3,839 6億1,714 2,125 3.4 17.3 13.7
 4  衛　　　生　　　費 2億4,389 2億5,525 ▲1,136 ▲4.4 6.6 5.7
 5  労　　　働　　　費 698 703 ▲5 ▲0.7 0.2 0.2
 6  農 　 林 　 業 　 費 4億3,825 4億2,696 1,129 2.6 11.9 9.5
 7  商　工　観　光　費 1億5,118 1億8,462 ▲3,344 ▲18.1 4.1 4.1
 8  土　　　木　　　費 3億5,215 6億3,457 ▲2億8,242 ▲44.5 9.5 14.1
 9  消　　　防　　　費 1億5,262 1億5,114 148 1.0 4.1 3.3
10 教　　　育　　　費 4億3,774 11億 176 ▲6億6,402 ▲60.3 11.8 24.5
11 災　害　復　旧　費 9,327 0 9,327 − 2.5 0.0
12 公　　　債　　　費 4億3,936 4億 64 3,872 9.7 11.9 8.9
13 諸 　 支 　 出 　 金 1億5,719 1億8,385 ▲2,666 ▲14.5 4.3 4.1
14 予　　　備　　　費 500 500 0 0.0 0.1 0.1

歳　出　合　計 36億9,580 45億  280 ▲8億  700 ▲17.9 100.0 100.0
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◆一般会計　歳出の主なポイント

　昨年加盟した、日本でもっとも美しい村連合の取り組みを推進するための予算として

（158万円）、用途廃止した公共施設の解体撤去に係る予算として（5,513万円）、経年劣化

により塗装がはがれてきていることから街路灯・防犯灯塗装に係る予算として（300万円）

など、景観に配慮したまちづくりを進めるための各予算を計上しています。

　また、今年開村70周年の節目を迎えることから記念式典の開催や記念通信の発行など

開村記念事業に係る予算として（133万円）、友好都市である川越市においてアンテナ

ショップを開設し村の魅力ＰＲを推進するための予算として（861万円）を計上していま

す。

　そのほか、ふるさと納税の推進に係る予算として（800万円）、昨年に続き中札内花咲

くコンサート開催に係る予算として（800万円）を計上しています。

　児童館の暖房用ボイラーについて、建設時に設置したものであり老朽化が進行している

ことから、児童館機能の維持のため機器更新に係る予算として（600万円）を計上してい

ます。

　また、在宅の高齢者や障がい者等の方の移動手段確保に係る予算として（372万円）、

一人暮らしの高齢者等に緊急通報機器を貸与し、万が一の際に備える緊急通報システムに

係る予算として（370万円）、在宅やケアホームで生活されている障がい者の方の就労支

援に係る予算として（159万円）などを継続して計上しています。

　野菜の健康効果や野菜料理等の普及啓発により地域全体の食生活改善を図ることで、村

の課題である糖尿病予備群、肥満等の減少を目指した「七色献立プロジェクト」に係る予

算として（381万円）を計上しています。

　また、平成28年度より定期予防接種に追加された日本脳炎の予防接種（318万円）につ

いて、定期接種を受けられる期間を確保し効果的に接種が受けられるよう、接種勧奨を行

う対象者を拡大して実施します。継続して実施している不妊治療費助成（30万円）につ

いても、助成額・助成対象を見直し、男性不妊治療への助成も開始します。

　そのほか、火葬炉設備の更新に係る予算（1,065万円）を計上しています。

　冬期間の就労の場を確保するため、冬期雇用対策事業に係る賃金など（164万円）を計

上しています。

総 務 費 5億3,924万円（前年比 5,154万円増）

民 生 費 6億3,839万円（前年比 2,125万円増）

衛 生 費 2億4,389万円（前年比 1,136万円減）

労 働 費 698万円（前年比 5万円減）
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　農家が行う小規模土地改良事業を支援する新・元気な畑づくり事業（600万円）や環境

にやさしい営農活動に取り組んでいる農業者を支援する環境保全型農業直接支援対策事業

（1,505万円）に係る予算を継続して計上しています。

　また、大規模草地育成牧場牛舎建設に係る予算を平成28年３月補正で計上したことに

伴う牧場付帯施設整備に係る予算（4,320万円）や、老朽化した車両・作業機械の更新費

用（1,195万円）、牛サルモネラ症を予防するワクチン接種への補助費用（60万円）を計

上しています。

　そのほか、平成28年８月の台風の際、圃場内の雨水滞水により畑作物等に大きな被害

をもたらしたことから、圃場の生産基盤向上対策としての予算（820万円）を計上してい

ます。

　平成28年８月の台風により被害を受けた札内川園地において、札内川園地受電工事に

係る予算（294万円）と函の沢護岸復旧工事に係る予算（299万円）を計上しています。

　そのほか、消費生活の安全向上に対する事業（102万円）に係る予算を継続して計上し

ています。

　中札内村橋梁長寿命化計画に基づき、中島新橋の補修工事に係る予算（3,670万円）を

引き続き計上しています（補修４カ年計画のうち３年目）。

　公営住宅関係では、泉団地・中札内団地・東戸蔦団地の改修（長寿命化）工事に係る予

算（8,238万円）を計上しているほか、公営住宅の住宅用火災警報器が更新時期を迎える

ことから取替に係る予算（593万円）を計上しています。

　そのほか、中島浄水場付帯施設の経年劣化に対応するため、改修に係る予算（320万円）

を計上しています。

　平成28年８月の台風被害を踏まえた防災対策として、ハザードマップの更新や防災備

品等の購入に係る予算（119万円）のほか、災害時において各地域の避難場所を明確にす

るため、全村的に避難場所等標識を設置するための予算（133万円）を計上しています。

商 工 観 光 費 1億5,118万円（前年比 3,344万円減）

土 木 費 3億5,215万円（前年比 2億8,242万円減）

消 防 費 1億5,262万円（前年比 148万円増）

農 林 業 費 4億3,825万円（前年比 1,129万円増）
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　「中札内村共育の日」の取り組みをさらに具現化するため、３校で学校運営協議会（コ

ミュニティ・スクール）を設置し、地域全体で学校を支援するための予算として（134万

円）を計上しています。また、不審者出没や自然災害等、緊急時における児童生徒の安全

確保のため、保護者等へ迅速に連絡することができるメール配信システムを導入しま

す（45万円）。

　学校施設関係では、中札内小学校の普通教室について経年劣化による傷みが激しいこと

から、床張替に係る予算（864万円）を計上、中札内中学校のグラウンドについて生徒及

び利用者等の安全確保・防犯対策のため、防犯灯を設置するための予算（99万円）を計

上しています。

　また、学校給食共同調理場の温水ボイラーについて、安全な給食提供を維持するため機

器更新に係る予算（508万円）を計上しています。

　そのほか、屋内ゲートボール場等の老朽化に伴い、旧中札内水泳プールを屋内多目的運

動施設として改修するか検討するための調査費用（143万円）、文化創造センターの雨漏

り対応のため屋上防水及び天井補修に係る予算（762万円）を計上しています。

　平成28年８月の台風で被害を受けた戸蔦大橋の復旧工事のための予算を計上していま

す。なお、戸蔦大橋の復旧工事については平成29～30年度の２カ年計画（継続費）のため、

復旧完了は平成30年度となります。

　平成25年度に借入した臨時財政対策債、きらきら保育園建設の財源として借り入れた

施設整備事業債（一般財源化分）などの元金償還が始まったことなどにより、前年比9.7％

増の予算を計上しています。

教 育 費 4億3,774万円（前年比 6億6,402万円減）

災 害 復 旧 費 9,327万円（前年比 9,327万円増）

公 債 費 4億3,936万円（前年比 3,872万円増）
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安 心 の 子 育 て 環 境 づ く り
■保育料の軽減・無料化（地方創生） 軽減額合計　1,585万円■
　第１子が18歳以下（満18歳に達した日から最初の３月31日まで）の場合、第２子の保

育料は半額に、第３子以降は無料になります。

（担当　福祉課福祉グループ）

■中学３年生までの医療費を無料化（地方創生） 拡大分　577万円■
　中学３年生以下の子どもの通院・入院時（薬代含む）の医療費が無料になります。役場

で受給者証の交付を受け、受診時に保険証と一緒に受給者証を提示します。（医療機関で

の本人負担は原則ありません）

（担当　住民課住民グループ）

■インフルエンザ予防接種への助成（地方創生） 498万円（うち利用者負担102万円）■
　乳児から中学３年生までを対象として、インフルエンザ予防接種が、１回あたり1,000円

の自己負担で受けられます。（65歳以上の方も同様です。なお、村民税非課税世帯、生活

保護世帯の方は無料です。）

（担当　福祉課保健グループ）

最重点施策に 5,149万円を配分！平成29年度平成29年度最重点施策に 5,149万円を配分！



15

定　住　化　の　促　進
※事業費は１万円未満を四捨五入　　※ 地方創生はまち・ひと・しごと総合戦略事業

最重点施策に 5,149万円を配分！平成29年度平成29年度最重点施策に 5,149万円を配分！
■移住・定住促進奨励（地方創生） 738万円■
　住宅の新規取得者に固定資産税相当額を「定住促進奨励金」として、５年間交付します。

　また、夫婦のどちらかが40歳未満、または中学生以下の子どもがいる方で、中札内村

に移住するため、もしくは５年以内に移住するために住宅を取得した場合、「移住促進奨

励金」として新築住宅１戸につき50万円（中古住宅購入の場合、取得価格の５％以内とし、

限度額は50万円）を交付します。

（担当　施設課施設グループ）

■中札内スタイル住宅への奨励（地方創生） 740万円■
　「中札内スタイル」の建築基準を満たす住宅を新築された方に、50万円を交付します。

　さらに、北方型住宅の建築基準を満たす場合は、30万円上乗せして交付します。

 ※「中札内スタイル」とは、『中札内スタイル住宅建築基準要項』に定められている、美

しいまちなみ形成のために設けられた、建築物の高さ、屋根や外壁の色彩、バリアフリー

に関する基準です。

（担当　施設課施設グループ）

■民間賃貸住宅家賃の助成（地方創生） 661万円■
　民間の賃貸住宅に住んでいる方で、給与収入が420万円以下、住宅手当月額が15,000円

以下の方に、（家賃月額−25,000円）× １／２の額を助成します。（限度額は10,000円）

（担当　施設課施設グループ）

■合併処理浄化槽設置費の助成（地方創生） 350万円■
　公共下水道区域外（上札内・農村地区）に住宅を新築し、合併処理浄化槽を設置する方

に、設置費の一部を助成します。

（担当　施設課施設グループ）
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　ふるさと納税の推進と村の特産品のＰＲのた

め、１万円以上のふるさと納税寄付者のうち希

望者に村の特産品詰め合わせを送付します。

　平成29年度からは寄付金の決済方法を拡充

するとともに、特産品のメニューを増やし、ふ

るさと納税のＰＲに取り組みます。

●内容

・１万円以上寄付者：３千円相当　21種類

・２万円以上寄付者：５千円相当　10種類

（担当　総務課企画財政グループ）

　先進事例の視察や他自治体職員との情報交換

等を通して、職員の人材育成を行います。

（担当　総務課総務グループ）

　帯広・札幌・東京周辺に在住する中札内村出

身者及びゆかりのある方との相互交流を行いま

す。なお、平成29年度は東京ふるさと会30周

年を記念し、村民の皆様の参加を募り、友好都

市の視察も兼ねた訪問事業を行います。

（担当　総務課企画財政グループ）

　男女共同参画推進計画に基づき、男女共同参

画の推進に向けた啓発活動を行います。

　男女共同参画推進委員会や講演会の開催や啓

発事業の実施のほか、男女共同参画に関する雑

誌等を購入します。

（担当　総務課企画財政グループ）

　住民と行政による協働のまちづくりを目指

し、村民・行政区などの団体が自主的・主体的

に取り組む事業に対して費用の一部を助成しま

す。（検討されている取り組みがあれば、お気

軽にご相談ください。）

●対象事業（例）

・まちづくり提案事業

　�行政区が自主的に企画・立案し、一定期間継

続して実施する事業

・人材育成事業

　 むらづくりに有益と認められる研修会への参

加や自主的に企画した研修事業

（担当　総務課企画財政グループ）

 施策ごとの主な事業

1 みんなで歩む協働のまち（まちづくり関連）

ふるさと納税の推進（地方創生） 800万円

ふるさと会事業 156万円

職員研修事業 75万円

男女共同参画の推進 64万円

ふるさとづくり事業 100万円
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　在宅及びグループホームで生活されている障

がいのある方に就労の場を提供するなかで、社

会人としてのマナーや教養、職場において必要

な知識や技術の習得に取り組み、自立支援を促

進します。

●作業内容

　広報折込、資源ごみ分別作業など

（担当　福祉課福祉グループ）

　在宅の高齢者、障がい者の方等に対して、生

活支援、社会参加の促進及び福祉の向上を図る

ため村内の移動手段を確保します。

●対象者

・70歳以上で公共交通機関を利用することが

困難な方

・要支援認定または要介護認定をされている方

・身体障がい者１・２級に該当する方など

※事前に会員登録が必要となります

（担当　福祉課福祉グループ）

　おおむね65歳以上の一人暮らしの方に緊急

通報機器を貸与し、急病、災害等の緊急事態が

発生した時に迅速かつ正確な救護体制をとるこ

とにより、高齢者の日常の安全確保と精神的不

安を解消します。

（担当　福祉課福祉グループ）

　村の健康問題である糖尿病予備群、肥満等の

増加は栄養バランスの悪い食事が誘因と捉え、

地場産野菜の健康効果や野菜料理等の普及啓発

を図り地域全体の食生活改善を目指します。

●内容

・「七色献立プロジェクト」モニター事業

・食育サポーターによる野菜レシピ集作製と野

菜料理の普及

・保育園児童への「野菜大好きプログラム」の

実施

・野菜直売所と連携した野菜の消費拡大事業

・生産者と連携した野菜の消費拡大事業

・食と健康をテーマにした講演会の開催

・北海道大学による事業効果の分析・提言

・栄養解析ソフトを活用した栄養指導

（担当　福祉課保健グループ）

　平成28年４月より定期接種として日本脳炎

の予防接種を行っておりますが、平成29年度

より対象者を拡大して予防接種を勧奨・実施し

ていきます。

●対象者

　６ヶ月～７歳６ヶ月未満の方

　９歳～ 20歳未満の方

●接種場所

　中札内村診療所

（担当　福祉課保健グループ）

障害者就労支援 159万円 七色献立プロジェクト（地方創生） 381万円

日本脳炎予防接種事業 318万円

移送サービス事業委託 372万円

緊急通報システム事業 370万円

2 健康で人にやさしいまち（保健福祉関連）
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　妊産婦健康診査等の受診にかかる交通費を助

成し経済的な負担を軽減します。

●対象者

　村に住民登録がある妊産婦

●助成内容

　妊産婦健診の受診に要した交通費について、

ひとり16回までを上限とし、１回片道715円

×往復分＝1,430円を助成します

（担当　福祉課保健グループ）

　医療保険が適用されない高額な治療費にかか

る特定不妊治療（体外受精及び顕微鏡受精）を

受けている方に対し、費用の一部助成を行うこ

とで経済的負担を軽減します。

　平成29年度からは助成額・助成対象を見直

し、男性不妊治療についても助成を開始します。

●対象者

　村に住民登録がある方で「北海道特定不妊治

療費助成事業」による助成の対象者

●助成内容

　１回の治療にかかった費用のうち、道で受け

た助成額を差し引いた額に対して、15万円以

内（採卵を伴う治療）または７万５千円以内

（以前に凍結した胚を移植する治療など）を

助成します。特定不妊治療にあわせて実施し

た男性不妊治療費について、７万５千円を限

度に助成します。

（担当　福祉課保健グループ）

妊産婦安心出産支援事業（地方創生） 69万円

特定不妊治療助成・男性不妊治療費助成（地方創生） 30万円

　各種検診の受診を促し、早期発見・早期治療

により病気の進行・重症化を防ぎます。

　自己負担額や申込方法については、随時、広

報でお知らせします。

●対象検診

　胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、乳

がん、子宮がん、肝炎ウイルス、エキノコッ

クス症、骨粗しょう症

◎次の事業については、国の制度を活用するこ

とで、対象の方は無料で検査・検診を受ける

ことができます。

●検診推進事業 38万円●

　特定の節目年齢の方を対象に、無料で検診を

受けられる「クーポン券」と「検診啓発リーフ

レット」を送付し、定期的に健診を受けること

の必要性を啓発します。

　また、40歳、50歳の方を対象に、継続して

検診を受けていただくため受診勧奨を実施しま

す。

子宮がんと乳がん検診

○対象

　子宮がん検診：20歳の方　

　乳がん検診：40歳の方

○検診場所

　保健センター（対がん協会巡回検診）

　厚生病院施設ドック、管内専門医療機関

肝炎ウイルス検診

○対象

　40歳以上の５歳刻みの方

○検診場所

　保健センター（対がん協会巡回検診、

　厚生病院巡回ドック）、厚生病院施設ドック

（担当　福祉課保健グループ）

各種がん検診等推進事業 642万円
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●国民健康保険特別会計の基金（貯金）残高（平成28年度末見込）　　6,041万円

＜加入対象者＞

　職場の健康保険や共済組合等に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その

市町村に住んでいる75歳未満の方はすべて国保の加入者（被保険者）となります。

＜国民健康保険制度＞

　国保は、病気やけがをした時に安心して病院にかかることができるよう、加入者の皆さんでお

金を出し合ってお互いに支えあっていく制度です。

＜国民健康保険制度のしくみ＞

　国保に加入する人は、市町村に届出をし、保険税を納めます。

　市町村からは保険証（被保険者証）が交付され、病院等にかかるときは、受付で保険証を提示し、

２～３割を支払って診療を受けます。

　病院等は、医療費の残りの部分について、国保連合会を通じ、市町村に請求します。

　市町村は、国保連合会から医療費の請求が適正かどうかの報告を受け、病院等に対して、医療

費を支払います。

＜国民健康保険の課題＞

　国保の加入者は60歳以上の方の占める割合が高く、１人あたりの医療費も高いことや、低所得

者が多いため、国保税などの収入よりも医療費などで支出するお金が多いという構造上の問題が

あります。

　人口規模が小さなまちでは、高額な医療費が発生した場合、保険税だけでは医療費を賄えなく

なり、運営を維持することができなくなる恐れがあります。

　このような市町村単位の財政運営の問題を解消するために、平成30年４月１日からは財政運営

の責任主体を都道府県に移行し、安定的な運営を図ることになりました。

（担当　各種給付：住民課住民グループ　国保税：住民課税務出納グループ）

国民健康保険特別会計 5億940万円

加入者（被保険者）

市町村 国保連合会

病院等（保険医療機関）

一部負担金
を支払う

保険証を
交付する

届出をし、
保険料（税）
を納める

診療を行う

審査結果を
報告する

残りの医療費
を請求する

国保連合会を通じ、
残りの医療費を
支払う
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介護保険特別会計 2億5,450万円

●介護保険特別会計の基金（貯金）残高（平成28年度末見込）　　1,890万円

＜介護保険のしくみ＞

　40歳以上の方が被保険者となって納めた保険料と国・道・村（一般会計）が負担する公費に

よって運営され、介護が必要となったときに介護保険のサービスを利用することができます。ま

た、介護が必要な状態になることを予防するための介護予防教室等も実施しています。

　65歳以上の方は第１号被保険者、40～64歳の方は第２号被保険者といいます。

　（40～64歳の方の保険料は医療保険に含めて納めています。）

＜介護保険料について＞

　今後３年間の高齢化の状況や要介護認定者数、介護保険事業に必要な費用等を推計した結果、

第６期介護保険事業計画の期間（平成27～29年度）の３年間は、第１号被保険者（65歳以上）

の基準保険料月額を第５期より200円増の3,100円（管内最少額）としました。

　なお、介護事業基金（貯金）を取り崩して充てることで、保険料の伸びを抑えています。

　今後も介護を必要としない健康な高齢者が増え、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生

活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に提供される「地域

包括ケアシステム」の構築に努めます。

（担当　福祉課福祉グループ）

みなさん
（被保険者）

サービス
提供事業者

市区町村
（保険者）

みなさん
（被保険者）

サービス
提供事業者

市区町村
（保険者）

地域包括支援
センター

費
用
の
１
割
（
利
用
料
）

※
一
定
以
上
所
得
者
は
２
割

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

認
定
の
申
請

認
定
の
通
知

保
険
料
の
納
付

費用の9割（または8割）
（介護報酬）

保険証
の交付

者者

市市
（（

地

保険者））保険者）

介護保険制度のしくみ
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後期高齢者医療特別会計 6,480万円

＜加入対象者＞

　75歳以上の方と一定の障がいのある65～74歳の方です。

＜後期高齢者医療制度のしくみ＞

　道内の市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が制度を運営しています。

　保険料の徴収や窓口業務（申請・届出の受付など）については、身近な市町村が行います。

　保険料の他、国・道・村（一般会計）が負担する公費によって事業を運営しています。

＜後期高齢者医療の課題＞

　高齢化の進展による被保険者数や医療費の増加とともに療養給付費に係る負担金は増加が見込

まれており、若年層のときから予防、早期発見・治療に努め、医療費を増やさないための取り組

みを推進していきます。

（担当　住民課住民グループ）

被保険者証の提示
自己負担1割（または3割）

　　診　療

保険料の一括納付

　　被保険者証の交付

高額療養費等の給付

医療機関被保険者
75歳以上の高齢者

（65歳～74歳で一定の
障がいのある方）

広域連合

国・都道府県各医療保険

市町村

若い世代の保険料 税金若い世代の保険料 税金

医療費の支払い
9割（または7割）

医療費の
請求

医療費の支払い
9割（または7割）

医療費の
請求

被保険証の
引渡し

保険料の
納付

被保険証の
引渡し

保険料の
納付
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3 人と文化を育むまち（教育・文化・スポーツ関連）

　新プールオープンに伴い、子どもから大人ま

で水泳の普及振興や体力・健康増進を図るため、

水泳・運動教室を開催します。

●内容

【大人向け】

・水中エアロビクス

・水中ウォーキング

・初心者水泳教室等

【子ども向け】

・初心者水泳教室等

（担当　教育委員会教育グループ）

　学校教育活動での地域の教育力の活用や、学

校・家庭・地域の協力による子どもたちを育て

るための組織づくりを推進し、地域全体で学校

を支える体制を整備します。

・各教科、道徳、総合的な学習の時間等の指導

補助

・学校行事、クラブ活動、部活動の指導補助

・登下校の見守りなどに使用する腕章の購入

（担当　教育委員会教育グループ）

　中札内村出身の故永井明氏からいただいた寄

附金を活用し、向学心に富み、有能な素質を持

ちながら経済的理由で修学が困難な本村に住む

生徒に、無利子で奨学資金の貸し付けを行いま

す。

●貸付額

・高校等…月額３万円以内

・大学等…月額５万円以内

●入学金等一時金

・高校等…15万円以内

・大学等…40万円以内

（担当　教育委員会教育グループ）

　中札内村と更別村が共同で「指導主事」を設

置しています。小中学校における教育課程・学

習指導など、学校教育に関する専門的事項を担

う指導主事を配置することで、適切な学校教育

をより一層推進します。

（担当　教育委員会教育グループ）

　不審者情報や自然災害等による臨時休校・集

団下校など緊急時における児童生徒の安全確保

のため、携帯電話やスマートフォン等へ迅速に

連絡することができるメール配信システムを導

入します。

●対象者

　村内小中学校の保護者、教職員

（担当　教育委員会教育グループ）

永井明奨学資金貸付金（地方創生） 693万円

指導主事共同設置事業（地方創生） 655万円

学校支援ボランティア 18万円

水泳・運動教室 66万円

メール配信システム導入 45万円
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　平成22年度に制定した「中札内村共育の日」

の取組をさらに具現化するため、平成29年度

から村内小中学校３校に１つの学校運営協議会

（コミュニティ・スクール）を設置し、地域全

体で学校を支援します。

●内容

・学校運営協議会の開催

・教育講演会の開催

・コミュニティ・スクール通信の発行

・各学校のコミュニティ・スクール部会の開催

（担当　教育委員会教育グループ）

　現在の普通教室の床はタイルカーペット張で

すが、設置後23年が経過し経年劣化による傷

みが激しく、給食時の食べこぼしの清掃やウイ

ルス発生時の消毒作業等にも苦慮していること

から、安心で快適な校内環境を整えるため、清

掃が容易に行える床材への張替えを行います。

（担当　教育委員会教育グループ）

　生徒及び学校開放事業利用者等の安全確保・

防犯対策のため、校舎南側通路及びテニスコー

ト周辺に照明器具を設置します。

●設置場所

・校舎南側通路及びグラウンド西側

・テニスコート周辺

（担当　教育委員会教育グループ）

　現在使用している温水ボイラーは設置後22

年が経過しており、故障時の部品供給ができず

緊急時の対応が困難なため更新します。

（担当　教育委員会学校給食共同調理場）

　学校給食は子どもの健全な心身の発達や食習

慣の形成に重要な役割を担っています。村内で

生産・加工された食材の積極的な活用により地

産地消を推進するとともに、安全・安心な食材

を提供します。

●内容

・毎月19日の「食育の日」前後に地場産食材を

１品提供

・11月に「ふるさと味覚給食」を実施

・給食だよりで使用している地場産品を紹介

（担当　教育委員会学校給食共同調理場）

　児童生徒の防災に関する意識啓発のため、通

常の給食が提供できなくなった場合に備えて、

備蓄している非常食を活用し、年１回防災給食

を実施します。

（担当　教育委員会学校給食共同調理場）

　村民が自主的に芸術文化に取り組むための環

境整備を推進し、すべての世代で優れた芸術や

文化に触れる機会が増えるよう補助を行いま

す。

　また、学校を中心としたアート事業を展開し

ます。

（担当　教育委員会教育グループ）

コミュニティ・スクール事業（地方創生） 134万円

中札内小学校普通教室床張替工事 864万円

中札内中学校グラウンド照明設置工事 99万円

温水ボイラー取替工事 508万円

防災給食の提供 20万円

ふるさと食材の提供（地方創生） 71万円

文化振興奨励事業（地方創生） 350万円
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　子どもたちが親元を離れ、自然体験や生活体

験をすることで、自発性・連帯感・創造力を養

い、人間的ふれあいを深めながら健全な心身の

発達を促す機会を提供します。

　また、地域の青少年にボランティアとして参

加してもらうことで、次世代のまちづくりを担

う地域のリーダーとなる人材を育成します。

●実施時期

　８月上旬　１泊２日

●場所

　ネイパル足寄

●対象

　小学校３・４年生　30名

（担当　教育委員会教育グループ）

　オーストラリア・モルヤハイスクールと中札

内村中学校の生徒が相互に訪問し、外国の文化

や生活に対する理解を深め、国際社会に対応で

きる人間性を育てます。

●派遣時期　３月中旬（約13日間）

●参加経費　自己負担12万円程度

●研修内容

　モルヤ中学校生徒と学校生活交流、ホームス

テイによる家庭生活交流

（担当　教育委員会教育グループ）

　富山県南砺市福野小学校の児童と、交流を通

して自然や文化への理解を深め、友情の輪を広

げることを目的に交互に訪問しています。

※今年度は南砺市へ児童を派遣します。

●実施時期　８月上旬　４泊５日

●対象　　　小学校５・６年生　30名

●参加経費　自己負担３万５千円程度

（担当　教育委員会教育グループ）

　子どもたちが互いに協力し合い、困難に耐え

る力や思いやりの心、生きる力を身につけるた

めの基礎的な知識・技能や確かな学力を育むた

め、異年齢での共同生活を行います。

　また、地域住民が活動に参加することで「地

域の子どもを地域で育てる」共育の日の意識の

醸成と、個々の家庭教育支援につながる地域の

教育力向上に取り組みます。

●実施時期

　10月～ 11月　４泊５日

●場所

　上札内交流館

●対象

　小学校４年生～６年生　10名

（担当　教育委員会教育グループ）

中札内村・南砺市小学校自然体験交流事業 65万円

青少年国際交流派遣事業（地方創生） 523万円

ジュニアアウトドアスクール 4万円

通学合宿 2万円
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　シニア世代の方たちに学習や交流の機会を提

供することにより、趣味や教養を深めるととも

に、良き人間関係をつくり、心身の健康維持や

生きがいづくりの一端を担うこと、また、学習

の成果を社会に還元し、地域の中で活躍できる

力を身につけていただきます。

●活動内容

・定例授業…講話、レクリエーション、スポー

ツ交流、小中学生との交流会、子ども会との

交流など

・クラブ活動…書道、陶芸、大正琴、舞踊、カ

ラオケ、コーラスクラブ、スポーツなど

・特別授業…研修旅行など

（担当　教育委員会教育グループ）

　人工林資源の計画的かつ効率的な保育、除間

伐事業を推進し、木材生産、防風林、山地災害

防止、保健文化、水源かん養林など多様な機能

による活用を促進します。

（担当　産業課産業グループ）

　感染すると下痢や流産を引き起こす牛サルモ

ネラ症を予防するため、ワクチン接種の費用に

対して助成を行います。

●助成額

・費用の1／3

（担当　産業課産業グループ）

　図書館司書が対象者へ個別に事業内容を説明

して絵本を渡し、読み聞かせを実施しています。

絵本を通して、赤ちゃんと保護者がゆっくり向

き合い、楽しくあたたかい時間をもつきっかけ

を提供します。

　また、平成29年度から３歳の節目にも絵本

をプレゼントし、絵本の魅力を児童に伝えま

す。

●実施場所

ブックスタート：子育て支援センター

３歳ブックフレンド：３歳児健診

●対象

ブックスタート：７～８か月児

３歳ブックフレンド：３歳頃

（担当：教育委員会教育グループ）

村有林整備工事 1,540万円

ブックスタート事業・３歳ブックフレンド事業 11万円ポロシリ大学 64万円

牛サルモネラ予防接種事業 60万円

4 活力あふれる産業を育むまち（農業・土地改良・商工観光関連）
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　大規模育成牧場内で使用している、老朽化し

た車両・作業機械の更新を行います。

●車両

・ミニホイルローダー　

●作業機械

・フィダーヘッダー（藁切断機）

（担当　産業課産業グループ）

　観光協会による効果的な情報発信や観光ＰＲ、

イベント内容の充実を図り、村、地域産業との

連携強化による地域が一体となった観光事業を

推進します。

●内容

・観光協会運営

・観光振興、観光資源の保存・開発

・観光イベントや物産展等のキャンペーン事業�

・観光パンフレットやホームページ等による観

光情報の発信

（担当　産業課産業グループ）

　交流人口の増加や村の魅力のＰＲ推進のため、

民間企業と連携したコンサートを実施します。

（担当　総務課企画財政グループ）

　友好都市である川越市においてアンテナ

ショップを開設し、村内の安全安心な野菜や加

工品を販売することで、農畜産物の高付加価値

化や村の魅力のＰＲを推進します。

（担当　総務課企画財政グループ）

　大規模草地育成牧場牛舎新築に伴い、付帯施

設を整備します。

●内容

　牛舎エプロン、作業通路、既存堆肥舎改修、

　牛舎外回造成、パドック改修、D型倉庫移設

（担当　産業課産業グループ）

　土づくりのため、農家が行う小規模土地改良

事業を支援します。

●助成額

・客土…3,500円以内／台（上限１経営体60台）

・石礫除去…運搬12,500円以内／１往復

　　　　　　機械3,000円以内／時間

　　　　　　（上限１経営体50時間）

・防風林…苗木代　上限50,000円以内／１箇所

（担当　産業課産業グループ）

　農業、農村の有する多面的機能を維持、発揮

するため、活動組織が行う地域の活動を支援し

ます。

●内容

・農地維持支払

　地域資源の基礎的保全活動（農道の法面草刈

り・路面維持等、河川の草刈り・雑木処理・

河床土砂の清掃等）を支援

・資源向上支払

　農村環境の保全（植栽による景観形成等）を

支援

（担当　施設課施設グループ）

大規模草地育成牧場付帯施設工事 4,320万円

新・元気な畑づくり事業（地方創生） 600万円

大規模草地育成牧場備品購入 1,195万円

多面的機能支払交付金事業 8,434万円

川越市アンテナショップ開設 861万円

観光振興事業 1,576万円

中札内花咲くコンサート事業（地方創生） 800万円
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5 自然豊かで快適に暮らせるまち（生活基盤整備・消防関連）

　用途廃止する各施設の解体撤去を実施し、景

観に配慮したまちづくりを進めます。

●解体予定施設

・旧中札内保育所

・旧上札内消防会館

・上札内プール

（担当　総務課総務グループ）

　火葬炉設備の更新により、施設機能の延命を

図ります。

●内容

・炉内セラミック張替

・バーナー等部品取替

・燃焼安全制御機器取替

（担当　住民課住民グループ）

　平成28年の台風で被害を受けた戸蔦大橋の

復旧工事を行います。

（復旧２ヵ年計画のうち１年目）

●工事概要

　新Ａ１橋台設置工、現Ａ１橋台撤去工及び新

Ｐ１橋脚設置工、鋼製桁製作工、重点護岸工

及び仮設工

（担当　施設課施設グループ）

　村内の移動を支援するため、居住地と商業施

設等を効率的、効果的に接続するコミュニティ

バスを運行します。

（担当　総務課企画財政グループ）

　中札内村橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁補

修工事を行います。

●橋梁補修工事

・中島新橋：橋面防水工、伸縮装置取替工

　（４カ年計画のうち３年目）

（担当　施設課施設グループ）

　平成28年の台風被害を踏まえた防災対策を

行います。

●内容

・ハザードマップ作成

・避難場所等標識設置

・防災備品等の購入

（担当　総務課総務グループ）

公共施設解体撤去工事 5,513万円

火葬炉設備改修事業 1,065万円

戸蔦大橋災害復旧事業 9,327万円

コミュニティバス運行事業（地方創生） 899万円

橋梁長寿命化事業 3,670万円

防災対策事業 258万円
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　景観づくりに取り組んでいる市町村が加盟す

る「日本で最も美しい村」連合の取組を通じ、

村の魅力を発信するとともに、先進自治体との

情報交換や広域での取組を進めます。

●内容

・各種メディアによるＰＲ活動

・村内の主要な出入口へのＰＲ看板設置

・総会（先進地域視察・学習会）への参加

・担当研修会への参加

・広域スタンプラリーなどのＰＲ事業

・物産展のブース出展

（担当　総務課企画財政グループ）

開村70周年記念事業

　開村70周年の節目を迎え、記念式典を開催

するほか、記念新聞を発行します。

　なお、関連事業も予定しています。（関連事

業は別予算です）

・友好都市川越市訪問

・東京・札幌ふるさと会訪問

・景観シンポジウムの開催

・日本で最も美しい村連合総会参加

（担当　総務課総務グループ）

日本で最も美しい村連合事業（地方創生） 158万円

開村記念事業 133万円

公営住宅改修事業 8,238万円

　公営住宅長寿命化計画に基づき、公営住宅の

居住性向上等の改修を図り、長期的な維持管理

によるライフサイクルコストの縮減を目的とし

ます。

●居住性向上

　泉団地（２棟８戸）、中札内団地（３棟12戸）、

　東戸蔦団地（１棟２戸）

（担当　施設課施設グループ）

　街路灯・防犯灯（100基）の塗装を行います。

　各所に点在する街路灯・防犯灯のポールの発

錆により損ねている景観を改善し、日本で最も

美しい村連合加盟にあたり、景観に寄与するも

のです。

（担当　総務課総務グループ）

　平成29年６月新プールオープン時に、開村

70周年記念事業とあわせた式典を行います。

記念式典には、水泳の著名人をお呼びしてオー

プニングセレモニーを行うとともに、水泳教室

（少年団等）や一般向けの講演会なども企画し

ています。

（担当　教育委員会教育グループ）

プールオープニング記念事業 84万円

街路灯・防犯灯塗装工事 300万円
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【下水】浄化センター調査設計委託
【下水】終末処理場処理施設工事屋内多目的運動施設

調査委託

平成29年度　工事等の位置図
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●簡易水道事業特別会計の地方債（借金）残高（平成28年度末見込）　1億5,120万円

●簡易水道事業特別会計の基金（貯金）残高（平成28年度末見込）　　1億7,928万円

＜簡易水道事業の内容＞

　中札内村の給水人口は5,000人を下回っているため、水道法により「簡易水道事業」と呼ばれ

ます。中札内村の飲料水・生活用水の確保のために、昭和47年に事業認可を受け事業を実施して

います。現在は、南札内浄水場からの送水と十勝中部広域水道企業団からの受水により運営して

います。

　南札内浄水場は、中札内村簡易水道・中札内村営農用水道・更別村簡易水道・更別村営農用水

道の４者で運営されていて、村の簡易水道事業特別会計で、ほかの３者から負担金を受け、南札

内浄水場の管理・運営にかかる費用を支出しています。

＜簡易水道事業の課題＞

　浄水場の建設や水道管の布設からから40年以上が経過し、老朽化対策が必要となっています。

　水道施設の機器については更新を終え、水道管については将来の更新に備え基金の積み立てを

行っています。

＜水道使用料について＞

　平成29年４月に料金改定を行います。

現行料金　　　　　　　　　　　　　　　　　 新料金

＜平成29年度の主な事業＞

　南札内浄水場ろ過砂除去事業　　　1,700万円

　　原水濁度上昇などによる機能低下対策として機械洗浄を行います。

　ろ過池目詰まり防止シート敷設　　  583万円

　　ろ過砂入替洗浄作業の労力軽減のため、ろ過池目詰まり防止シートの敷設を行います。

（担当　施設課施設グループ）

簡易水道事業特別会計 1億4,180万円

用途別 基本水量 基本料金 超過料金
(1㎥につき)

家 事 用 10㎥まで 2,000円 230円

業 務 用 20㎥まで 3,900円 220円

大口営業用 100㎥まで 17,800円 210円

臨 時 用 1㎥につき 580円

用途別 基本水量 基本料金 超過料金
(1㎥につき)

家 事 用

6㎥まで 1,400円 −

7㎥～9㎥まで 1,700円 −

10㎥ 2,000円 230円

業 務 用 20㎥まで 3,900円 220円

大口営業用 100㎥まで 17,800円 210円

臨 時 用 1㎥につき 580円
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公共下水道事業特別会計 2億5,030万円

●公共下水道事業特別会計の地方債（借金）残高（平成28年度末見込）　7億7,794万円

＜下水道事業の内容＞

　平成４年度下水道認可を受け、平成９年度供用開始、現在、住居地区は整備が完了し下水道へ

の接続率は96.0％となっています。

　下水道会計は独立して運営することが原則でありますが、下水道を使用する方から頂いた使用

料では賄いきれておらず、一般会計からお金を繰り入れています。

＜下水道事業の課題＞

　下水の処理を行う浄化センターが供用開始から20年を経過し、機器類が老朽化により更新時

期を迎えてきています。安定した浄化機能を維持するために、平成26年度に長寿命化計画を策

定し、平成27年度以降計画的に機器更新を行っています。

＜下水道使用料について＞

　平成29年４月に料金改定を行います。

現行料金　　　　　　　　　　　　　　  新料金

＜平成29年度の主な事業＞

　長寿命化計画に基づく機器更新工事　9,200万円

　　監視装置制御設備、返送流量計外計装設備、ポンプ室水位計・流入計の更新工事を行います。

（担当　施設課施設グループ）

区分
基本水量 超過使用料

汚水量 料金 超過1㎥につき

一般用 10㎥まで 1,600円 160円

区分
基本水量 超過使用料

汚水量 料金 汚水量 料金

一般用

6㎥まで 1,200円 10㎥を超える場合

7㎥～9㎥まで 1,500円 超過1㎥につき 180円

10㎥ 1,800円
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　国では、「未来への投資を実現する経済対策」実行のため平成28年度補正予算を決定しま

した。

　この補正予算及び平成28年度の国庫支出金を財源として活用するため、村では平成29年

度予算に計上していた一部の事業を前倒して、平成28年度３月補正予算に計上しました。

　予算は平成28年度ですが、平成28年度に事業を終了できないことから、事業全体を平成

29年度に繰越します（実際の事業実施は平成29年度となります）。このことを、“繰越明許”

といいます。

国の補正予算等に伴う

平成28年度3月補正事業

　本村の酪農経営は、規模拡大・増頭が続いて

おり、今後ますます村営牧場への預託希望の増

加が予想されることから、現状の密飼の改善

と預託増頭分に対応するため240頭規模の牛舎

（育成舎）を建設します。

（担当　産業課産業グループ）

　平成28年の台風で被害を受けた村道59号道

路の復旧工事を行います。

●工事概要

　盛土法面復旧工（掘削・盛土工、張芝工、路

盤・舗装復旧工、防護柵工）

（担当　施設課施設グループ）

　公営住宅長寿命化計画に基づき、公営住宅の

居住性向上等の改修を図り、長期的な維持管理

によるライフサイクルコストの縮減を目的とし

ます。　

●長寿命化改修

・泉団地２棟８戸

・中札内団地３棟12戸

・東戸蔦団地２棟４戸

（担当　施設課施設グループ）

　サヤインゲンの生産・出荷拡大に対応するた

め、中札内村農業協同組合が導入する収穫機

（ハーベスター）に対し補助を行います。

　また、馬鈴しょの安定供給と生産性向上のた

め、中札内村種子馬鈴薯耕作者協議会が導入す

るポテトカッティングプランターに対し補助を

行います。

（担当　産業課産業グループ）

大規模草地育成牧場牛舎新築工事 2億1,142万円

村道59号道路災害復旧事業 1,969万円

公営住宅改修事業 1,449万円

産地パワーアップ事業（その２） 6,312万円
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　村の財政状況は健全なのか、健全ではないのかを判断する指標（指数、比率などのものさし）にはい

くつかの種類があります。分かりにくい指標が多いのですが、村の財政状況を把握し、健全性を判断す

るためには重要な指標です。

　平成27年度決算の主な指標をもとに、村の財政状況を見てみましょう。

①財政の体力を示す「財政力指数」　　中札内村は0.25
　全国の市町村等の財政力を同じ尺度で測るための指数で、標準的にかかるお金に対して、自主的な収

入（村税や各種使用料等）がどの程度あるかを示す指標です。数値が「１」であれば、100％自主的な

収入で運営できることになります。

　中札内村は「0.25」（前年度0.25）ですので、75％程度を国からの財源（地方交付税や国庫支出金等）

に頼っていることがわかります。

②財政の自由度を示す「経常収支比率」　　中札内村は72.8％
　村税や地方交付税など使途が特定されずに毎年入ってくるお金（経常的な収入）に対して、人件費や

施設の維持管理、借入金の返済等に係る費用など毎年決まって支払わなければならないお金（経常的な

経費）がどの程度の割合になるかを示す指標です。数値が「100％」の場合は、自由に使える収入が、

すべて決まって支払わなければならない経費に使われるため、その年に自由に使えるお金はゼロという

ことになります。

　中札内村は「72.8％」（前年度72.7％）ですので、自由に使えるお金は30％程度となっています。

村の財政状況はどうなっているの？
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　主な指標に基づく村の財政状況は、現在は健全な状況にあると言えます。しかし収入の４割以

上を占める地方交付税の動向が、今後不透明な状況にあることや、国・地域経済不況などにより

税の安定的な収入を見込めない情勢は続いています。つまり「財政指標が健全であることと、村

の会計が裕福であるかどうかは別問題」なのです。

　先行き不透明な情勢に対応するため、今後も健全に財政運営をしていく必要があります。

③借金の負担を示す「実質公債費比率」　　中札内村は5.0％
　村税や地方交付税など使途が特定されずに毎年入ってくるお金（経常的な収入）に対して、借入金の

返済に係る費用（公債費）がどの程度の割合になるかを示す指標です。財政健全化法では、イエローカー

ドである「早期健全化基準」が25％、レッドカードである「財政再生基準」が35％と定められています。

　中札内村は「5.0％」（前年度5.1％）となっています。
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　村は毎年借金の返済を行っており、平成28年度末の借金残高（見込）は、一般会計と特別会計合わ

せておよそ54億円あります。

　平成28年度は中札内村民プール建設やファミリースポーツセンターアスベスト除去のほか公営住宅

建設などで多数の借入を行っており、返済額よりも借入額が上回ったため残高は増加しています。

◎村の借金（地方債）残高（平成28年度末見込）
　　一　般　会　計 ４５億 ６７６万円

　　簡 易 水 道 会 計 １億５, １２０万円

　　下 水 道 会 計 ７億７, ７９４万円

　　合 計 ５４億３，５９０万円

 （前年度 ５１億５，６２６万円 ）

①臨時財政対策債� 1億1,970万円�（普通交付税の財源補てん）

②公共施設解体撤去等事業債� 4,960万円�（公共施設解体撤去工事）

③一般廃棄物処理事業債� 1,150万円�（汚水処理施設共同整備事業負担金）

④大規模草地育成牧場付帯施設整備事業債� 2,640万円�（大規模草地育成牧場付帯施設工事）

⑤公営住宅建設事業債� 5,030万円�（長寿命化改修工事）

⑥戸蔦大橋災害復旧事業債� 1,670万円�（戸蔦大橋災害復旧工事）

村の借金はどれくらいあるの？

今年度の借り入れ予定

★十勝管内の人口一人あたりの借金（地方債）ランキング★
（一般会計分・平成27年度決算値・平成28年１月１日人口）

万円
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　村の貯金（基金）は、使用目的ごとに積み立てをしており、一般会計に12種類、特別会計等に５種

類あります。その種類は、災害などの緊急時や借金の返済、また福祉・教育・文化振興・産業などがあ

ります。

　今後、建物や道路の維持改修などが予想され、また村の収入の大部分を占める地方交付税の動向が不

透明であることから、安定した財政運営のために貯金を確保しています。

◎村の貯金（基金）残高（平成28年度末見込）
　　一　般　会　計 ３７億 ４４１万円

　　そ の 他 基 金 等 １１億４，８８９万円

　　合 計 ４８億５，３３０万円  

 （前年度  ４８億１，７２１万円 ）

①食と農業農村振興基金� 1,856万円�（大規模草地機械購入等）

村の貯金はどれくらいあるの？

今年度の貯金の取崩し予定 （1,000万円以上）

★十勝管内の人口一人あたりの貯金（基金）ランキング★
（一般会計分・平成27年度決算値・平成28年１月１日人口）
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　村には多数の公共施設があり、公共施設を運営していくには多額の経費がかかります。

　公共施設の中でも、特に村民の方に係る主な施設について、施設の年間経費と年間収入を平成29年

度の予算額でみるとこのようになりました。（平成28年３月31日現在人口3,955人で計算）

村の公共施設の運営経費は？

経費 1,309万9千円

収入 1万1千円

村民1人あたり 3,309円

庁舎

経費　　 3,395万4千円

収入　　 　 72万2千円

村民1人あたり　 8,403円

文化創造センター

経費　　 1,669万3千円

収入　　　 276万2千円

村民1人あたり　 3,522円

上札内保育園

経費　　 1,217万8千円

収入　　　 24万2千円

村民1人あたり　 3,018円

村民体育館

経費 923万9千円

収入 58万円

村民1人あたり 2,189円

改善センター

経費　　 1,137万3千円

収入　　 　 13万8千円

村民1人あたり　 2,841円

上札内交流館

経費　　　 859万5千円

収入　　　　 3万1千円

村民1人あたり　 2,165円

村民プール

経費　　　　 1,162万円

村民1人あたり　 2,938円

図書館

経費 1,352万7千円

収入 108万1千円

村民1人あたり 3,147円

保健センター

経費 1億3,350万3千円

収入　　 2,607万1千円

村民1人あたり 2万7,164円

きらきら保育園

経費　　　　 3,398万円

収入　　　 160万7千円

村民1人あたり　 8,185円

交流の杜
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　村では、地域の活性化や商業振興など公益上必要なもののために、さまざまな団体に対して補助金を

支出しています。

補助金等はどんなことに使われているの？

名　　称 千円 担当部署
自衛隊協力会補助金 60 総務

グループ消防団運営交付金 1,432
市町村交流事業補助金 800

企画財政
グループ

地方バス路線維持対策補助金 4,244
市街行政区連合協議会補助金 20
地域集会施設等補助金 3,880
ふるさとづくり事業補助金 1,000
小規模起業支援補助金 3,000
まつり振興事業補助金 1,580
中札内花咲くコンサート補助金 8,000
十勝ジンギスカン会議補助金 300
景観ツアー補助金 100
札幌中札内村ふるさと会補助金 240
東京中札内村ふるさと会補助金 350
帯広中札内会補助金 180
東京ふるさと会訪問事業補助金 450
企業立地促進補助金 3,690
中札内村・川越市中学生交流事業交付金 700
行政区交付金 3,784
青色申告会補助金 197 税務出納グループ
帯広厚生病院運営費補助金 2,350

住民
グループ

食品衛生協会補助金 40
カラス・キツネ駆除補助金 2,800
有害鳥獣捕獲対策支援事業補助金 117
労働者福祉厚生補助金 150
社会福祉協議会補助金 18,492

福祉
グループ

介護サービス運営助成補助金 21,335
老人クラブ補助金 818
老人クラブ連合会補助金 400
臨時福祉給付金 11,250
食と健康づくりサポーター支援事業交付金 1,780 保健グループ
新・元気な畑づくり事業補助金 6,000

産業課

種子馬鈴薯防除対策補助金 267
地域担い手育成総合支援協議会補助金 820
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 4,445
環境保全型農業直接支援対策事業補助金 15,048
家畜防疫事業補助金 5,150
レンダリング環境対策補助金 1,000
牛サルモネラ予防接種事業補助金 600
森林整備担い手対策推進事業補助金 50
公費造林推進事業補助金 398
未来につなぐ森づくり推進事業補助金 3,000
経営改善普及事業補助金 13,770
中小企業振興資金利子補給補助金 1,553

名　　称 千円 担当部署
中小企業振興資金保証料補給補助金 1,156

産業課

中小企業者事業資金利子補給補助金 1,185
観光振興事業補助金 15,757
日高東部・十勝南部広域観光振興事業調査研究補助金 50
中札内花フェスタ補助金 1,110
収穫感謝祭交付金 300
農業担い手育成センター交付金 1,800
合併浄化槽設置補助金 3,500

施設課

土地改良（圃場生産基盤向上対策）事業補助金 8,200
河川愛護奨励金 220
既存住宅耐震改修等事業補助金 330
定住促進奨励金 5,378
勤労者民間賃貸住宅家賃補助金 6,606
若者世代特別奨励金 2,000
中札内スタイル推進奨励金 7,400
多面的機能支払対策交付金 84,344
奨学資金利子補給補助金 274

教育委員会

スケートリンク造成補助金（中札内スケート振興会） 1,400
スケートリンク造成補助金（上札内小学校） 300
学校クラブ助成補助金（中札内小学校） 140
学校クラブ助成補助金（上札内小学校） 32
学校クラブ助成補助金（中札内中学校） 670
児童生徒対外競技参加補助金 1,000
学校活動特別支援事業補助金（中札内小学校） 700
学校活動特別支援事業補助金（上札内小学校） 517
学校活動特別支援事業補助金（中札内中学校） 650
中札内村青少年国際交流派遣研修事業補助金 3,918
社会教育活動振興助成補助金 150
ＰＴＡ活動補助金 124
子供会育成連絡協議会補助金 100
文化連盟補助金 585
文化振興奨励事業補助金 3,500
スポーツ少年団補助金 1,200
スポーツ振興奨励事業補助金 1,250
学校教育振興会交付金 1,427
村教育研究所交付金 570
コミュニティ・スクール交付金 855
中札内村・南砺市小学生自然体験交流交付金 650
ジュニアアウトドアスクール事業交付金 40
通学合宿事業交付金 20
文化祭交付金 350
村民スポーツ大会交付金 600
合　　　　　計 305,998
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